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地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

地域福祉の充実 地域福祉活動の促進

ボランティア・ＮＰＯなどの自主的な活動の支援

施設福祉・在宅福祉サービスの充実
介護老人保健施設「こくぶんじ荘」を活用した在宅福祉サービス
の充実

★介護老人保健施設「こくぶんじ荘」の
機能の活用

健康増進事業の拡充

障害の種類・程度に応じた適切なサービスの提供 精神障害者福祉の推進 精神障害者共同作業所の運営助成

社会参加の促進 高齢者や障害者が活動できる場と機会の確保

シルバー人材センターの機能の充実などの支援
★シルバー人材センターの機能充実等の
支援

☆
シルバー人材センターの活動促
進

就業を通じて生きがいの増進と社会活動への参加を促す

世代間交流の促進 ★世代間交流の促進

地域社会のバリアフリー化の促進 住宅や公共空間のバリアフリー化

健康相談、健康診査、健康教育 ★保健・医療・福祉の連携 ☆
地域包括支援センターの設置運
営

・平成18年4月～
　　センター施設(６か所)整備　担当職員研修等実施
　　社会福祉法人等からの専門職の出向（8月～）
・平成18年10月1日
　　地域包括支援センター設置(８か所)・運営開始

☆ 介護予防の推進 栄養改善、機能訓練、認知症予防、介護予防政策など

医療体制の充実 医療機関とのネットワーク強化

救急医療体制の確保 ★救急医療ネットワークの強化

保育サービスの充実
保育サービスの充実
（特別保育の拡充、保育施設の整備など）

★保育所施設の整備
★特別保育の拡充

子育て支援サービスの充実 育児相談

子育てサークルの育成、児童虐待防止ネットワークの整備

学童保育、放課後学童クラブなどの子育て支援

人権尊重社会の実現 人権に関する課題に対応する事業の総合的、計画的な実施

住民参画による人権教育、人権意識の啓発・高揚

男女共同参画社会の実現 男女共同参画の社会づくり ☆ 男女共同参画プランの策定等

○「たかまつ男女共同参画プラン」の推進
○「第２次たかまつ男女共同参画プラン」（仮称）の策定
○男女共同参画都市宣言推進事業の実施
○高松市男女共同参画市民フェスティバルに対する助成
○審議会等委員への女性登用の推進
○男女共同参画センターの指定管理者による管理への移行

国分寺女性教室の開設 地区公民館等において，婦人団体等が実施する女性教室に対し，補助する。

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

平成18・19年度に実施（計画）する事業

健康づくりの推進

人権教育の推進
社会教育指導員の設置、子ども学級の実施、親子で人権を考える会・市民講座・研
修会の開催、指導資料の作成など

１　連帯のまちづくり



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

森林・里山の保全と活用 森林の保育や治山事業の推進

住民と行政が協働した森林や里山の保全、環境教育の場としての
活用（各種情報や知識、森林・里山づくりに参加する機会の提供
など）

★住民参加による里山の保全と活用

河川・ため池の保全と活用 親水空間の整備 ★河川・ため池の保全と景観整備

優れた水環境の保全
（住民と行政の協働による河川・ため池の水質浄化や美化など）

★河川・ため池の水質浄化

身近な緑の保全・回復
樹木・緑地などの保護・育成
（ため池や市街地の緑化など）

秩序ある土地利用の促進と自然環境保全の強化
（開発行為の適正な規制、開発跡地の緑化の促進など）

上水道等の整備 水源の確保

浄水施設や配水施設の整備
★上水道第3次拡張事業
★上水道施設監視システム設置事業

老朽施設の更新 ★配水管敷設替え事業 水道管網の整備
平成１８年度　　　老朽石綿セメント管の更新　　　　　約５００ｍ
平成１９年度　　　老朽石綿セメント管の更新を継続して計画的に実施

節水対策の推進 雨水や再生水の有効利用（雨水貯留施設の整備への支援等）

下水道等の整備 公共下水道の整備 ★流域関連公共下水道事業
下水道汚水施設の整備（西部処
理区）

平成１８年度
　　汚水管渠工事　　Φ２００ｍｍ　約　４，８００ｍ
平成１９年度
　　汚水管渠工事　　Φ２００ｍｍ　約　３，２００ｍ
　 管更生工事　　 　Φ２００ｍｍ　約　１，１００ｍ

合併処理浄化槽の設置促進
★浄化槽重点整備地域支援事業
★合併処理浄化槽の設置促進

合併処理浄化槽設置整備事業 浄化槽助成　約３１０基

快適な居住環境と河川・ため池の水質保全

環境衛生の充実
環境負荷の少ない循環型社会づくり
（ごみの分別収集の徹底、ごみの減量化とリサイクル）

★枝葉リサイクル事業
★農業用廃プラスチック処理支援事業

☆ ごみ処理基本計画の策定

平成１８年度
　・庁内検討組織の設置
　・廃棄物減量等推進審議会の開催
　・市民提案の募集
平成１９年度
　・廃棄物減量等推進審議会の開催
　・パブリックコメントの実施
　・ごみ処理基本計画の策定

枝葉リサイクルの推進 各家庭から発生する剪定枝を関連施設で集積し、チップ、コンポスト化を行う

廃プラスチック処理の推進 農ビ、肥料袋、パイプ、ホース、その他の廃プラをマニフェストにより処理

ごみの収集・処理体制の充実

不法投棄の防止 ☆ 不法投棄監視体制の推進 ごみステーション巡回指導、不法投棄監視カメラ設置、パトロール強化ほか

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

２　循環のまちづくり

平成18・19年度に実施（計画）する事業



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

環境衛生の充実 し尿処理体制の充実

廃棄物の適正処理の促進

地域環境の保全
地域ぐるみの環境保全活動の促進
（環境啓発活動の推進）

★ＩＳＯ１４００１推進事業 ☆ ＩＳＯ１４００１の推進 自己適合宣言移行のための調査ほか

騒音・振動・排ガス等の実態調査と苦情処理体制の充実

公害発生源に対する指導監督体制の強化

開発による環境破壊の未然防止

☆ 環境基本計画の策定

平成１８年度
　・環境問題庁内連絡会議の開催
　・環境審議会の開催
　・基礎調査（自然環境調査・生物調査・環境意識アンケート・
　　市域からの温室効果ガス排出量算定調査ほか）の実施
平成１９年度
　・環境問題庁内連絡会議の開催
　・環境審議会の開催
　・パブリックコメントの実施
　・環境基本計画の策定

水と緑のネットワークの整備 歴史資源や文化資源と公園をネットワークする自然散策路の整備

自然とふれあい共生することのできる豊かな地域社会づくり

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

２　循環のまちづくり

平成18・19年度に実施（計画）する事業



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

自然災害対策の推進 災害危険箇所の点検強化と改修等 ★本津川河川改修事業（香川県）

砂防ダムの建設

砂防ダム１基を建設（Ｈ＝8.5ｍ）
・場所：国分台演習場東側　本津川水系　東奥川
・建設スケジュール
平成１７年度　実施設計等　　平成１８・１９年度　砂防堰堤工事

公民館の耐震化
平成１８年度
国分寺北部公民館、国分寺南部公民館の耐震診断

消防・防災体制の整備 情報提供・防災体制の確立（防災行政無線の活用など）

消防・防災体制の充実
（公共施設の耐震化の推進、消防緊急通信施設の拡充、消防施
設・装備等の整備など）

★地域防災無線システム構築事業
★消防・救急無線デジタル化整備事業
★携帯電話等緊急通報システム整備事業
★消防緊急情報システム整備事業

☆ 防災行政無線システムの整備

平成１８年度
      市役所災害対策本部（基地局）のデジタル化整備および屋外子局１３局の整
備
平成１９年度
      ケーブルテレビ・コミュニティＦＭなど既設システムとの連携・整備
平成２０年度以降
      旧高松市消防団屯所５２箇所および合併地区のデジタル化整備など

自主防災体制、地域防災体制の整備 ★自主防災組織の充実強化 ☆ 自主防災組織の結成促進
自主防災組織資機材購入
自主防災組織訓練防災マニュアル

交通安全対策の充実 交通安全教育の充実

交通安全施設の整備
（歩道の整備、交通標識、ガードレール、カーブミラー、照明
灯、道路踏切保全施設などの整備）

★生活道路環境の整備 ☆ 交通安全施設の整備
自転車歩行者道、交差点改良、道路標識、区画線、防護柵、道路照明灯、視線誘導
標、道路反射鏡、交差点案内標識などの整備

防犯対策の充実 自主防犯活動の促進

防犯体制の強化

防犯灯・街路灯などの整備 ★防犯灯などの整備促進 ☆ 防犯灯などの整備促進助成 自治会が行う防犯灯の新設，維持管理等に要する経費の全額または一部助成

家庭教育の充実 相談や学習機会などの拡充 ☆ 子どもの居場所づくりの推進
子どもの居場所づくり指導者の養成、のびのび子どもプラザモデル事業の実施、子
どもわくわく体験支援事業の実施

情操教育や社会ルールの学習など家庭教育の充実

学校教育の充実 個性を伸ばし、創造力を高める教育の推進 ☆ 学校図書館の活性化
学校図書館指導員を全小中学校に配置し、蔵書の貸し借り、データーベースの整理
等を行う
小・中学校図書データベース用パソコンを整備

郷土学習、体験学習、環境学習の充実

教職員等人材の育成

幼稚園と保育所の連携による幼児教育の資質向上

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

３　連携のまちづくり

平成18・19年度に実施（計画）する事業



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

教育環境の整備
学校施設の整備
（幼稚園、小・中学校の耐震化など）

★幼稚園、小・中学校施設の整備 学校施設の耐震化

耐震診断
　　国分寺北部小学校校舎・屋内運動場、国分寺中学校校舎・屋内運動場、
　　国分寺南部小学校屋内運動場の耐震診断の実施
耐震化事業
　　平成１７年３月に見直しされた高松市地域防災計画で示された東南海・
　　南海地震の想定震度６弱に基づき、耐震診断結果の評価（ａ，ｂ，ｃ，
　　ｄの４段階）のうち、倒壊の危険性が高いａ評価およびｂ評価の校舎等
　　について、ａ評価のものから順次耐震化を行う

☆ 学校教育環境の整備
教室への扇風機の設置（小・中学校）
　　平成１８年度末までに全小・中学校に設置予定
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置（中学校）
　　平成１８年度末までに全中学校に設置予定

学校施設の整備
平成１８年度
国分寺中学校プールサイド附属室の改修

幼稚園の整備 国分寺南部幼稚園の給排水設備の改修

高度情報化に対応した校内ＬＡＮの構築など
★教育情報通信ネットワークシステム整
備事業

不審者侵入対策など安全対策の推進 ★園児・児童の安全対策事業 ☆ 学校教育環境の整備

学校防犯監視システムの整備（小学校）
　　正門等に防犯カメラ、センサーを設置
　　職員室でアラーム音とともに、モニタ表示し、画像を録画
　　平成２０年度末までに、全小学校に整備予定

生涯学習・生涯スポーツの充実 生涯学習の場の提供

生涯学習の充実（社会教育団体の育成、指導者の養成、各種プロ
グラムの開発など）

★国分寺町文化祭などイベントの開催
★まなびＣＡＮインターネット塾整備運
営事業

☆ 記念事業の開催 まなびＣＡＮ開設５年記念事業の開催

生涯学習センター（仮称）の整備 ★文化施設の整備
国分寺町文化施設（生涯学習セ
ンター）整備の検討

生涯学習施設のあり方の検討

図書館のサービス向上と資料収集の充実
★図書館ネットワーク事業
★移動図書館巡回事業

☆ 移動図書館巡回サービスの実施
合併に伴い移動図書館車を１台（積載図書冊数３，０００冊程度）増車し、３台の
図書館車で市内の９２ステーション（合併地区２３ステーションを含む）を毎月巡
回する。

国分寺図書館資料の充実 国分寺図書館資料の充実を行う

既存施設を活用したスポーツ・レクリエーション活動の充実 スポレク事業の支援 国分寺やってんまいスポレク事業の支援

青少年の健全育成

青少年の自主性や社会性を育てる活動機会の拡充 国分寺青年会の支援 国分寺青年会活動への助成

国分寺地区子ども会の育成 校区子ども会への助成、

町民運動会の支援 町民運動会への助成

☆ 地区文化祭 地区文化祭の開催

☆ 新成人祝賀後援会の開催 平成１９年高松市成人式において、新成人を対象に著名文化人の講演を行う

住環境の整備 公営住宅・改良住宅の計画的な改修、改善、建替えなど ★公営住宅建替事業・改良住宅建替事業 市営住宅の整備

平成１８年度
　　　下向田団地の住宅建設（第２期）住宅建設８戸、除却住戸１０戸整備
平成１９年度
　　　下向田団地の住宅建設（第３期）住宅建設８戸、除却住戸　６戸整備

地域情報化の推進
情報通信機能や基盤の整備
（新世代地域ケーブルテレビのエリア拡大の促進など）

★新世代地域ケーブルテレビ施設整備事
業

☆ ＣＡＴＶの整備
ＣＡＴＶ関連施設整備事業に対する助成
　　　・未整備合併地区へのエリア拡大

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

３　連携のまちづくり

平成18・19年度に実施（計画）する事業



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

電子市役所の構築
電子情報を活用した行政サービスや広報
（公共施設利用予約、各種申請・届出の電子化など）

★「電子市役所」構築事業 ☆ 「電子市役所」構築事業
電子調達システム稼動（電子入札）、戸籍事務総合管理システム整備（現戸籍・附
票）ほか

インターネットを活用した相談や意見の提案

伝統文化の保存・継承と活用 讃岐国分寺跡、国分尼寺跡などの文化財の保存・整備
★特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国分尼寺
跡保存事業

史跡の保存整備 特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国分尼寺跡の保存整備

讃岐国分寺太鼓など地域伝統芸能の保存・継承 ★伝統文化の保存・継承の支援充実 讃岐国分寺太鼓保存会支援事業 讃岐国分寺太鼓保存会活動の助成

史跡まつりなどのイベントを活用した伝統文化の情報発信

文化活動に取り組む意識の高揚と醸成

国分寺跡資料館と高松市歴史資料館など芸術文化施設の連携によ
るイベント、企画展の開催

★歴史資料館常設展示内容の変更 讃岐国分寺跡資料館の運営
「讃岐国分寺史跡まつり」、「ふるさと文化財探偵団/古代のお米を現代に再現しよ
う」など各種教育普及事業の実施

芸術・文化の育成 音の祭り等文化活動の支援 ★音の祭りなどイベントの開催 国分寺音の祭りの開催 邦楽を中心とした夜間の野外コンサートの実施

芸術・文化に親しむことができる機会の提供

住民の創造的な活動を発表する機会の提供

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

３　連携のまちづくり

平成18・19年度に実施（計画）する事業



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

農林業の振興 農業生産基盤の整備
★農業生産基盤の整備

園芸産地の育成強化 施設等の整備助成

集落営農など多様な経営体の育成

盆栽やぶどうなどのイメージアップやブランド化
（効果的な情報発信、ブランド農産品の販路拡大など）

ブランド農産品の開発・育成

鬼無町地区と連携し、盆栽の情報発信の強化とブランド化の確立 ★特産品の情報発信イベントの開催
特産品の情報発信イベントの開
催

盆栽やブドウなどのイメージアップやブランド化を進めるため、ブランド農産品の
認証やグリーンフェスタ国分寺等各種イベントの開催、効果的な情報発信

体験型農業の振興 ★レクリエーション農園の整備促進 ☆ 市民農園の整備促進 市民農園の維持管理、栽培講習会の開催、栽培指導など

☆
高松産ごじまん品の生産・消費
の促進

情報発信等推進事業
　　新ごじまん品の選定、ごじまん品リーフレットの作成、米の消費拡大等
生産者・消費者相互理解促進事業
　　たかまつ食と農のフェスタの開催、ごじまん品キャラクターの利用促進
　　等消費者と生産者の交流の推進
生産振興等対策事業
　　園芸塾の開催、米粉の利用拡大・定着化、新品目の実証圃・展示圃の設置
　　生産マニュアルの確立、加工品の普及等による生産振興の推進

☆
香川型水田農業振興総合対策の
振興

水田農業の低コスト化、担い手育成等を総合的に支援

☆ 認定農業者の育成・確保
高松市認定農業者連絡協議会を開催し、認定農業者相互の連絡を密にし、効率的か
つ安定的な農業経営の改善を図る

松くい虫の防除 松くい虫の防除事業

商工業の振興
企業の体質改善や経営基盤の安定を図るための施策の充実
（人材の確保・育成、新製品の開発や販路開拓への支援）

中小企業市道団体等への助成 商工会への助成、町タバコ販売協同組合への助成

都市型新産業の育成と振興

創造的な事業に取り組む起業家の育成

コミュニティビジネス等の振興 コミュニティビジネス等の振興の促進

観光・交流の振興
歴史資源、文化資源、農産品資源など交流資源を活用し、ネット
ワークする「さぬき国分寺歴史ロマンの径」の設定、普及と観光
案内板等の整備

★さぬき国分寺歴史ロマンの径（仮称）
を活用した観光振興

住民参加によるボランティアガイド組織づくり

☆ 観光振興計画の策定

新しい本市観光振興計画を策定
　　環境の変化に対応し持続可能な観光振興を図ることができるよう、行政の過度
の関与を控え、民間の自助努力を引き出していくことを基本的なコンセプトとする
計画を策定（目標年次：平成２９年度）

☆ 観光総合パンフレットの制作 観光総合パンフレット（日・英）の制作

放置自転車対策の推進 ＪＲ端岡駅周辺の放置禁止区域での放置自転車撤去など

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

４　交流のまちづくり
平成18・19年度に実施（計画）する事業



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

観光振興イベントの開催
国分寺町地域の魅力の情報発信
（グリーンフェスタ国分寺盆栽まつりなどイベントの開催等）

★国分寺町冬のまつりなど観光振興イベ
ント等の開催 観光振興イベントの開催 国分寺町まつりの開催、国分寺町冬のまつりの開催

地域間交流の促進
地域間交流・連携の推進
（姉妹・友好都市との交流など）

国際交流の促進と人材の育成 国際交流イベント、国際交流活動の企画・推進と人材育成

国際交流の促進と人材の育成 豊かな国際感覚のかん養

道路の整備 県道三木国分寺線の渋滞解消など幹線道路の整備促進 ★県道三木国分寺線（香川県）

県道整備
・拡幅などの整備
・歩道の整備、交通安全施設の整備など

★県道高松善通寺線（香川県）
★県道国分寺琴南線（香川県）
★県道高松綾南線（香川県）
★県道端岡停車場線（香川県）

市道等整備
・拡幅、待避所設置、１．５車線化などの整備
・歩道整備、交通安全施設の整備、交差点改良、防災対応の強化
など

★中筋奥谷線
★北谷端岡線
★西川西中筋線
★万灯新居橋岡線
★南部中央線
★中原西山線（新設道）
   など

市道の整備

市道の改良事業
　　・子烏線道路改良　　　　　Ｗ＝５ｍ　　 　Ｌ＝約   ５００ｍ
　　・奥谷下線道路改良　　　　Ｗ＝４ｍ　　　Ｌ＝約　 ４２０ｍ
市道の舗装事業
　　・道路打換舗装　　　　　　　　　　　　　　 　Ｌ＝約３,２００ｍ

公共交通の整備 公営バスの維持と利便性の向上 ★循環バス運行事業 コミュニティバスの運行

国分寺町循環バス（平成１２年５月から運行）
　ＪＲ予讃線の端岡駅と国分駅、琴電岡本駅とのアクセスを担う循環バス路線を高
齢者、児童・生徒等交通弱者の移動手段として維持するとともに、利便性の向上に
努め、利用促進を図る

ＪＲマリンライナーの端岡駅停車に向けた関係機関への働きかけ

都市基盤の整備
端岡駅の利便性向上を図るための周辺整備
（駅南口の設置、アクセス道路、駅前広場の整備など）

★ＪＲ端岡駅周辺地区まちづくり事業

自然環境と調和・共生した秩序ある市街地の計画的な形成と効率
的な都市基盤整備の推進

★都市計画マスタープラン策定事業 ☆ 都市計画マスタープランの策定

都市計画マスタープランの修正
　　・アンケート調査
　　・地域別構想、全体構想の検討
　　・対象範囲：都市計画区域

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

平成18・19年度に実施（計画）する事業

４　交流のまちづくり



地区：国分寺地区

施策項目 個別事業項目（進行管理項目に該当） 重点取組み事項
全
体
等

実施事業 実施事業内容

行財政運営の効率化と支所等の機能
整備

支所・事務所機能の整備 ★支所機能の整備

行財政改革の推進
（組織機構の見直し、事務事業の改革、改善、職員の定員管理の
適正化など）

★簡素で効率的な行財政システムの構
築

☆ 新しい総合計画の策定

18年度　策定要綱の制定
　　　　　市民意識調査（合併町）実施
　　　　　市民提言の募集
　　　　　まちづくり１００人委員会開催
　　　　　地区別まちづくり計画基礎調査

19年度　たかまつタウンミーティング開催（市長と市民の意見交換会）
　　　　　基本構想素案・原案作成
　　　　　総合計画審議会設置・開催
　　　　　パブリックコメントの実施
　　　　　基本構想の議決
　　　　　総合計画書挿入用図面等制作委託一式
　　　　　実施計画策定

☆ 行財政改革の推進

18年度　先進事例調査研究
　　　　　　政策評価研修会参加
　　　　　　資料収集
　　　　　　考え方の取りまとめ
19年度　新しいシステムの構築
　　　　　（構築内容については平成１８年度の調査研究，考え方の取りまとめに
基づきシステムの設計を行う。）

行財政基盤の強化

行政サービス水準の維持、向上

電算システムの適切な対応

庁舎機能の整備の検討

コミュニティ活動の支援 自主的なコミュニティ活動の促進 ☆
自治会組織の充実とコミュニ
ティづくり

自治会活動補助金や自治会加入・結成奨励に対する助成
地域コミュニティ構築の支援
自治会等各種団体と連携し、人材養成事業、地域ふれあい交流事業を実施

コミュニティの活性化
（地域住民が気軽に交流し、活動できる拠点づくり）

★コミュニティ活動拠点の充実整備

住民との協働の推進
行政への住民参画と住民活動の支援
（住民等との情報交換機会の拡充など）

☆ ＮＰＯとの協働の推進 協働企画提案事業、ボランティア・市民活動センター管理運営委託など

建設計画の進行管理

住民の声を市政に反映させるシステムの構築 ★国分寺地区地域審議会の開催 国分寺地区地域審議会の開催 定期的な開催

情報公開の推進 地域の情報化の推進

広聴広報活動の推進

情報公開・情報提供の推進 情報公開・個人情報保護制度 情報公開・個人情報保護制度の推進

一体感醸成の推進 一体感醸成の推進 ☆ 合併記念各種イベントの開催 平成18年度単年度事業

☆
合併記念市民交流・地域間交流
事業の実施

平成18年度単年度事業

☆ 合併一周年記念事業の実施 平成18年度単年度事業

☆の事業は、市全体事業等として実施される事業である。

５　参加のまちづくり
平成18・19年度に実施（計画）する事業


